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(1) 2020年12⽉期 第１四半期連結業績

（単位︓百万円）

2020年12⽉期
第1四半期累計

前年同期との⽐較

前年同期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 26,366 23,035 ＋3,331 ＋14.5

売上総利益 8,978 7,641 ＋1,337 ＋17.5

売上総利益率 34.1% 33.2% ＋0.9p －

販売費及び⼀般管理費 5,683 5,082 ＋601 ＋11.8

営業利益 3,294 2,558 ＋736 ＋28.8

営業利益率 12.5% 11.1％ ＋1.4p －

経常利益 3,252 2,567 ＋685 ＋26.6

親会社株主に帰属する 四半期純利益 2,060 1,743 ＋317 ＋18.1

売上⾼ 4つの事業ｾｸﾞﾒﾝﾄすべてが好調に推移し、増収

営業利益 増収効果に加え、売上総利益率の向上により増益
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(2) 営業利益の増減要因

2019年12⽉期
第1四半期累計

(単位︓億円)

営業利益
32.9

営業利益
25.5

主に販売促進費、R&D費⽤の
増加

売上総利益率が
33.2％→34.1％に向上

増収効果

＋11.1

2020年12⽉期
第1四半期累計

前年同期⽐
＋7.4

受託ｼｽﾃﾑ開発を中⼼とした
売総率向上の効果 ＋2.3

販管費増 ▲6.0
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(3) 事業セグメント別売上⾼および営業利益
（単位︓百万円）

事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ
2020年

第1四半期
累計

前年同期との⽐較
概況

増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 5,990 ＋212 ＋3.7
政府系⾦融機関および⾦融ｻｰﾋﾞｽ事業に参
⼊する⼀般事業会社向けのｼｽﾃﾑ開発案件が
拡⼤し、増収増益

営業利益 503 ＋81 ＋19.2

% 8.4 ＋1.1p －

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 5,249 ＋760 ＋16.9
「POSITIVE」「Ci*X」「STRAVIS」等、
⾃社で開発したｿﾌﾄｳｪｱ製品の販売・導⼊が
拡⼤し、増収増益

営業利益 733 ＋226 ＋44.6

% 14.0 ＋2.7p －

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 8,107 ＋440 ＋5.7 ⾃動⾞業界向けを中⼼に、PLMやCAE等ｿﾌﾄ
ｳｪｱ商品の販売・導⼊が堅調に推移し、増収。
利益については、収益性の⾼いｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰ
ﾋﾞｽの売上減少により減益

営業利益 793 ▲147 ▲15.6

% 9.8 ▲2.5p －

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT

売上⾼ 7,018 ＋1,919 ＋37.6 電通ｸﾞﾙｰﾌﾟの基幹ｼｽﾃﾑ領域における⼤型の
更改案件が堅調に推移したことに加え、電通
ｸﾞﾙｰﾌﾟとの協業によるﾋﾞｼﾞﾈｽが公共向けを中
⼼に拡⼤し、増収増益

営業利益 1,263 ＋575 ＋83.6

% 18.0 ＋4.5p －

※ POSITIVE・・・⼈事管理ｿﾘｭー ｼｮﾝ Ci*X・・・会計ｿﾘｭー ｼｮﾝ STRAVIS・・・連結会計ｿﾘｭー ｼｮﾝ PLM・・・Product Lifecycle Management CAE・・・Computer Aided Engineering
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(4) サービス品⽬別 売上⾼
（単位︓百万円）

ｻｰﾋﾞｽ品⽬
2020年

第1四半期
累計

前年同期との⽐較
概況

増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 1,852 ▲173 ▲8.5 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝｾｸﾞﾒﾝﾄが減少

受託ｼｽﾃﾑ開発 7,541 ＋1,410 ＋23.0 ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝおよびｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 4,783 ＋1,074 ＋29.0 「POSITIVE」「Ci*X」「iPLAss」が拡⼤

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 7,904 ＋834 ＋11.8 Salesforce関連、PLMおよびCAEｿﾌﾄｳｪｱが拡⼤

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
・運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 2,205 ＋20 ＋0.9 ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝが減少も、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

情報機器販売・その他 2,079 ＋165 ＋8.6 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

※iPLAss・・・ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ･ﾌ゚ ﾗｯﾄﾌｫー ﾑ
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(5) 業種別 連結売上⾼
（単位︓百万円）

業種
2020年第1四半期累計 前年同期との⽐較

売上⾼ 構成⽐ 増減額 増減率(%) 構成⽐増減

銀⾏ 4,800 18.2% +209 +4.6 ▲1.7p

その他⾦融 1,023 3.9% ▲342 ▲25.1 ▲2.0p

⾦融 5,822 22.1% ▲133 ▲2.2 ▲3.8p

輸送機器 4,464 16.9% +603 +15.6 ＋0.2p

電気・精密機器 2,219 8.4% +45 +2.1 ▲1.0p

機械 1,937 7.3% +80 +4.3 ▲0.7p

その他製造 2,066 7.8% +262 +14.5 ＋0.0p

製造 10,686 40.5% +990 +10.2 ▲1.6p

ｻｰﾋﾞｽ・公共 7,947 30.1% +2,271 +40.0 ＋5.5p

流通・その他 1,911 7.2% +203 +11.9 ▲0.2p

株式会社電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ
及びそのｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 6,073 23.0% +1,881 +44.9 ＋4.8p

＜電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ向け売上⾼＞
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(6) 受注⾼・受注残⾼
（単位︓百万円）

受注⾼ 受注残⾼

2020年
第1四半期累計

前年同期⽐
増減率(%)

2020年
第1四半期累計

前年同期⽐
増減率(%)

事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別
内訳

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 4,889 ▲7.5 7,436 ▲32.8

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 6,170 ＋1.7 8,288 ＋15.5

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 10,966 ＋6.3 13,585 ＋5.6

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 11,402 ＋42.5 10,253 ＋47.6

ｻｰﾋﾞｽ品⽬別
内訳

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 1,638 ▲1.9 632 ＋15.8

受託ｼｽﾃﾑ開発 7,524 ＋34.4 8,461 ▲9.5

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 5,190 ▲5.9 7,101 ＋11.0

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 11,436 ＋12.8 15,015 ＋5.9

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ･運⽤保守 4,633 ▲1.0 3,936 ▲1.1

情報機器販売・その他 3,004 ＋45.5 4,416 ＋22.3

合計 33,427 ＋12.7 39,563 ＋4.0
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業績予想業績予想
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注） この資料に記載しております業績の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、
その他現時点で⼊⼿可能な情報による判断及び仮定により算出した⾒通しで
あり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。
また、予想に内在する不確定要因や内外の状況変化等により、実際の業績は
当該予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。
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新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡⼤が、上期および通期の業績に影響を及ぼす可能性があるものの、現時点で⾒通すことは
困難であることから、2020年２⽉10⽇に発表した予想値を据え置きます。

（単位︓百万円） （単位︓百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 105,000 100,679 ＋4,321 ＋4.3 52,300 49,185 ＋3,115 ＋6.3

営業利益 10,500 10,075 ＋425 ＋4.2 5,300 5,204 ＋96 ＋1.8

営業利益率 10.0% 10.0% － － 10.1% 10.6% ▲0.5p －

経常利益 10,217 9,648 ＋569 ＋5.9 5,164 5,152 ＋12 ＋0.2

親会社株主に帰属する
当期純利益 6,911 6,226 ＋685 ＋11.0 3,450 3,412 ＋38 ＋1.1

2020年12⽉期 業績予想
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（単位︓百万円） （単位︓百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 25,611 24,622 ＋989 ＋4.0 12,257 12,240 ＋17 ＋0.1

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 20,057 19,289 ＋768 ＋4.0 9,884 9,572 ＋312 ＋3.3

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 31,410 30,027 ＋1,383 ＋4.6 15,857 15,140 ＋717 ＋4.7

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 27,920 26,739 ＋1,181 ＋4.4 14,300 12,231 ＋2,069 ＋16.9

合計 105,000 100,679 ＋4,321 ＋4.3 52,300 49,185 ＋3,115 ＋6.3

2020年12⽉期 業績予想（事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別）
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（単位︓百万円） （単位︓百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 6,589 6,819 ▲230 ▲3.4 3,346 3,597 ▲251 ▲7.0

受託ｼｽﾃﾑ開発 29,798 29,153 ＋645 ＋2.2 14,852 13,912 ＋940 ＋6.8

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 18,824 17,126 ＋1,698 ＋9.9 9,081 8,383 ＋698 ＋8.3

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 31,694 29,945 ＋1,749 ＋5.8 15,622 14,713 ＋909 ＋6.2

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・
運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 9,701 9,524 ＋177 ＋1.9 4,788 4,613 ＋175 ＋3.8

情報機器・その他 8,390 8,110 ＋280 ＋3.5 4,607 3,965 ＋642 ＋16.2

合計 105,000 100,679 ＋4,321 ＋4.3 52,300 49,185 ＋3,115 ＋6.3

2020年12⽉期 業績予想（ｻｰﾋﾞｽ品⽬別）
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Appendix 主要ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ ＜2020年2⽉〜2020年4⽉＞

2020/2/13 国内初︕ ｵﾌｨｽ環境改善による座りすぎ解消効果を確認

2020/2/17 ⾃律移動ﾛﾎﾞｯﾄを⽤いた「動く植栽」の公開実証実験を東京・新⽊場で実施

2020/2/19 製造業向けﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理ｿﾘｭｰｼｮﾝ「iQUAVIS-Wrike」の提供を開始

2020/2/20 ｱﾗﾔと深層強化学習による建機の⾃動化開発⽀援ｻｰﾋﾞｽで業務提携

2020/2/26 東証の「適時開⽰お知らせbot」公開実験に開発協⼒

2020/2/27 LINEの法⼈向けｻｰﾋﾞｽの販売・開発のﾊﾟｰﾄﾅｰ認定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにおいて「Technology Partner」の「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部⾨」の「Best 
Solution Award」を受賞

2020/3/4 ⽇産のｸﾗｳﾄﾞHPC/CAEｼｽﾃﾑを構築

2020/3/24 楽天ｶｰﾄﾞの経費精算ｼｽﾃﾑを「Ci*X Expense」で刷新

2020/4/6 東京⼤学と先端技術を活⽤した環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野の課題解決ｱﾌﾟﾛｰﾁ 「社会実験構想学」の共同研究を開始

2020/4/7 設計空間探索ﾂｰﾙ「iQUAVIS-MapleDOE」の提供を開始

2020/4/8 ⽶Gigsterの⼈材ﾈｯﾄﾜｰｸを活⽤した公募型の事業創出⽀援ｻｰﾋﾞｽを開始

2020/4/9 360度写真から対象毎に最適な構図を切り出すAI技術を開発

2020/4/20 「POSITIVE」「STAFFBRAIN」ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ対応ﾗｲｾﾝｽを11⽉末まで無償提供

2020/4/23 AIを搭載した3製品を発表〜技術⽂書活⽤、図⾯識別、AIﾓﾃﾞﾙ開発⾃動化の3領域で5⽉提供開始〜


